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議事(1) 

平成26年度城南市民センター主催事業実施報告

【大事業:コミュニティの活性化】
1 .生涯学習の振興

女城南市民カレッジ
【目的】

(資料 1-2ページ)

機々な分野で活躍している講師の話を聴くことにより、ボランティア活動や地域での社会活

動へのきっかけづくりとして、また、元気で生きがいのある充実した生活が送れるようになる

ことを目指す。

-講演会・・・全2回(地域づくり、歴史)

回 期日 T 一 マ 講 師

福岡市博物館

1 10/16 「九州仏J-1300年の祈りとかたち~ 主任学芸主事

(木) 末吉武史さん

2 
11/11 認知症を知ろう・防ごう・支えよう 医療法人博光会「みゆきの

(火) ~自分のため、家族のため、地域のため~ 里」認知症対策室室長
川畑 智さん

【参加対象】 市内に住んでいる人，または通勤・通学している人

【参加延人数】 323人

【協力】 第 1回:福岡市博物館

【共催】 第2回 :城南区地域保健福祉課

【成果と課題】

受講者

81名

242名

第 1回目 については平成23'"'-'25年度にかけて実施した「城南区歴史探訪講座Jを契機に、

地元の歴史に関心のある受講者、また福岡市博物館の企画展に関心を持つ受講者が多く来場し

た。今後とも関係機関等に協力依頼して魅力ある講座を企画し、また市政だより等の広報に努

める等受講者の増加を図っていきたい。

-市民参画講座(子育て講座)

【趣旨】

社会教育関係団体、 NPO・市民活動団体や子育てに関心のある人と協力体制をとり、日頃

の子育てを見つめなおし、悩みや課題にどう 向き合っていくかについて、講座参加者相互の学

びあいを基調にした講座を開設する。
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。「乳幼児と大人のための外遊び構座J

【内容】

乳幼児期は、人間としての心と体の土台を築く重要な時期である。

「自然は子どもの教科書Jという方針の保育園・幼稚園では、乳幼児期の運動機能・能力の

発達は大脳の発達を促すことが実証されている。

プレーパークの発祥の園、デ、ンマークでは、子どもたちが自分の責任で遊ぶことをモッ

トーに自由な外遊びをする中で、身体とともに感性や思考力が豊かに発達するとともに、

豊かなコミュニケーション力が育まれている。

そこで、現在乳幼児を子育て中の保護者をはじめ大人たちが、 日頃の子育てを見つめな

おす機会として、乳幼児と大人が共に外遊びの実体験をする講座を開設する。

回 期日 学習ァ マ 講師 受講者

5/8 親にとって、子どもにとって遊びとは
PLAY FUKUOKA 44組1 

~遊び仲間づくりのためのグループワーク(木)
代表 古賀彩子さん

6/5 
(全日程) 43組2 

(木)

お陽さまのもと、みんなで楽しく遊ぼう9/7 
31組3 

(日) (外遊び実習)
福岡に冒険遊び場をつく

10/9 

※ 91フ(日)は「のびのび夢ひろばじようなんJ
ろう会 34組4 (木) 代表 白水一代さん

11/6 
に参加する。

(9/7 (日)のみ)
27幸E

5 

(木)

【参加対象】 乳幼児を子育て中の保護者・ご家族の方と同伴の乳幼児。

【受講者】 親子 50組

【参加延組数】 179組

【成果と課題】

各回外遊びの内容を変えて実施したため子どもや保護者に行動や心身の変化を感じた0

・子どもの変化功 お絵かきや工作、水遊び、ブランコ遊び、木のおもちゃ等外遊び

を通して、回数を重ねるごとに積極的に外遊びをしているように感

じた。

・保護者の変化 =今 屋外での外遊びの大切さや季節感を感じているようだった。

E 文化振興

貴子ども芸術劇場等

外で、たくさん遊ぶことがこんなに大事だと知れて良かった。

夫へも毎回講座への内容を話し、子どもを屋外へ連れて行く機会

が増えています。 この講座に参加できて良かったです。

子どもを公園に連れて行った時などに、子どもはこ ういう風

に遊ばせないといけないとか縛られる事がなく、この子はこの子

の好きがあるのだと思えた。遊び以外のところでも個性を受け入

れていきたい。

城南区の文化 ・芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図るために、文

化的な事業を企画・実施した。
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《区役所主催) (資料 3ページ)

・城南市民センター開館 30周年配念事業九州交響楽団城南区ニツコりんコンサート

【内容】

昭和 59年8月に城南市民センターが開館し、昨年8月に 30年を迎えた。

これを記念して、また小学生から高齢者を対象に、日頃演奏を聴く機会が少ないオーケ

ストラによる生のクラシック音楽を、気軽な雰囲気で楽しめるコンサートを開催した。

【日時】平成 26年 10月 11日(土) 14:00'"'-'15:30(13:30開場)

【会場】城南市民センターホール

【対象】小学1年生以上で，音楽が好きな方(未就学児は入場不可。小学生は保護者または大

人の引率が必要)

【参加人数】376名

【成果と課題】

城南区を拠点(末永文化センター)に活動している「九州交響楽団J(60名程度)、城

南市民センターで活動している「午後のコーラスJ(20名)、城南区のシンボルキャラク

( ター、ニツコリんとワノレもん(着ぐるみ2体)が一同に介した構成で実施した。

当日は大型台風が接近している最中にもかかわらず多くの来場者があり、開館 30周年

記念事業に相応しい盛況なコンサートとなった。

(アンケートより抜粋)

九響の素晴らしい演奏を楽しみながら、音楽の知識や、歌う、指揮者体験など様々な

構成に感動した。また「ニッコりん」や 「ワルもん」も会場を盛り上げ一体感を感じた。

等

《指定管理者主催》

L 

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとと もに、センター施設の魅力の向上を図るために、

文化的な事業を企画・実施し情操の溜養を図る。

-城南市民センターロビー(2階)展示

・写真コンテスト

【内容】

「笑顔Jをテーマにした写真コンテス トで市内に在住・通勤の方であれば誰でも応募

でき審査は来館者の投票により入賞者を決め表彰式を実施しました。

【作品締切】平成 26年4月 20日(日)

【展示期間】平成26年 5月 1日(木)'"'-'5月 15日(木)

【表彰式】平成 26年 5月25日(日) 10 : 30'"'-' 

【展示場所】城南市民センターロ ビー

【応募作品数】32名 51作品

【入賞作品】資料を参照ください

【投票総数】 463票 (1人最大 5票の投票をしていただきました)

【成果と課題】

2回目の写真コンテストで昨年のノウハウを参考に実施しました。

「笑顔」をテーマにしたためか、イメージとして「人の顔」の印象が強く、肖像権 ・個

人情報等の制約があったようで、昨年より応募人数及び枚数が若干少なかったという反

円
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省があります。

しかしながら、昨年活用した「市政だより Jr西日本新聞」等の媒体を使い、また「城

南フォト同好会」のご協力もあり、直前には新たな団体を探し、 「福岡フォトサークル」

「城南高校写真部」のご協力をいただきました。

-園児絵画展

【目的・内容】

城南区の文化・ 芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図る

ため、センター近隣の幼稚園にご協力をいただきながら、父の日に向けて幼稚園児に

大好きな「おとうさんJの絵を募集し作品を展示。作品を見に来ていただくことによ

り、利用者が気軽に立ち寄れ、皆さまから愛されるセンター作りを目指し企画H脅 し

ました。

【作品依頼】平成 26年 4月 24日(木)

【展示期間】平成 26年 6月 3日(火)"'6月 11日(水)

【応募作品数】 (年長組)かなやま幼稚園 44名 ダリヤ幼稚園 28名

【成果と課題】

日頃、近隣の幼稚園にイベントの案内等で訪問することにより、城南市民センターを身

近に感じていただいていたため、作品依頼をスムーズに行う事ができました。また、テ

ーマを父の日にしぼりこんだことにより、幼稚園でも作成時間を新たに設けることもな

く対応をいただくことができました。課題はロビーのスペースに合わせ、上記幼稚園以

外の幼稚園にも広く応募を募ることも必要ではなし、かと考えます。

-開館 50周年記念市民会館パネル展

【目的・内容】

昨年 50周年を迎えた市民会館の写真ノ号ネル展。

市民文化の伝統として整備され、今でも多くの人々に利用されている市民会館の歴史を

振り返る写真展です。

【期日】平成 26年 10月 1日(水) "'10月 30日(木)

-博多祇圏山笠人形のロビー展示

【目的・内容】

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図るた

め、会議室・ホール等の利用だけでなく、市民のみなさまに楽しんでいただけるよう、

2階ロビーにおいて人形作家の室井聖太郎氏のご協力のもと、 2014年に制作された博多

祇園山笠の飾山の人形の展示を行うことを企画しました。

【期日】平成 26年 11月 1日(土)"'11月 30日(日)

【成果と課題】

ロビー展示のため見学者の延人数は不明ですが、近隣の片江小学校の児童も見学に来

館、市政だよりを見て来られたお客様もあり、迫力ある人形を楽しんでいただいた。課

題は見学者の意見も確認できるようアンケート箱を設置する等工夫が必要と考えます。

. 4・
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-サークル作品の展示

【目的・内容】

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図るため、

区内の地域コミュニティ各団体、センターを利用する文化 ・芸術団体等にも協力をいた

だきながら、広く作品を募集しコミュニケーションの場を提供すると共に、利用者が気

軽に立ち寄れ、皆さまから愛されるセンタ一作りを目指し企画しました。

・絵手紙の作品展示

【協力団体】絵手紙へたでいい会

【日時】平成 26年 7月 1日 (火)"-' 7月 30日 (水)

【展示場所】城南市民センターロビー

【成果と課題】

当センターを利用している団体であり、昨年度は 2回ロビー作品展示会を開催。ロビー

展示のため見学者の延人数は不明ですが、来館者からは「季節の絵など、ほのぼのとし

た気持ちになれるJ等の感想が寄せられた。団体からは 「作品の発表をする場がなかっ

( たので、 作品展が出来てよかったJr新規会員の募集にもつながるJとの感想もいただい

た。

課題は、来館者だけでなく多くの方が見に来ていただけるよう「市政だよりJ等の媒

体を使った広報をすることにより、広く市民の方にセンターの事業内容をアピールでき

るのではと思いました。

( 

-写真展示

【協力団体】城南フォ ト同好会

【日時】平成 27年 1月 19日 (月)"-'2月 16日 (月)

【展示場所】城南市民センターロビー

【成果と課題】

当センターを利用している団体であり、一昨年にロビー作品展示会を開催しました。

ロビー展示のため見学者の延人数は不明で寸ーが、協力団体からは「作品展が出来てよか

った」との感想をいただいた。

課題は、来館者だけでなく多くの方が見に来ていただけるよう 「市政だより」等の媒

体を使った広報をすることにより、広く市民の方にセンターの事業内容をアピールで、き

るのではと思いました。

-落結研究会の合開発表会 「第 2回城南寄席」

【目的・内容】

城南区の文化・芸術の振興に寄与するとともに、センター施設の魅力の向上を図り気

軽に立ち寄れるセンター作りを目指すことを目的に、また、今年度の主催事業は子ども

中心のイベントを多く計画していることから、年配の方々も楽しめることを目的に企画

しま した。さらに、大学生に発表の場を提供する機会になればとの目的もあります。

【日時】平成 26年 7月 6日(日) 13:00"-'16:00 

【会場】城南市民センターホール

【参加団体】福岡大学・九州大学 ・福岡教育大学の落語研究会

【観客数】 120名

に
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【成果と課題】

指定管理のプレゼンではアマチュアバンド等の演奏会で計画していたが、昨年の平成 2(5

年に第1回の落語研究会合同発表会に替え「寄席」を開催したところ、非常に好評だった

ことから今年度も「第2回城南寄席」と して開催しました。

お客様からのアンケートでも 「良かったJ r今後も続けてほししリという感想及びお褒め

の言葉を多くいただき成功したイベントになったと感じています。

今回は、天候が悪いこともあり、観客が少なく反省点となりました。今後の課題は、集客

のために広報の方法をさらに考えていくことが必要と思いました。

-パックステージ探検隊〈子ども向け体験型企画講座> (資料 4ページ)

.区民参加型の発表会の開催

【目的・内容】

区民参加型の発表会の開催とパックステージ探検隊の同時開催を計画。一般利用の少

ない平日のスケヅュールを調整し、福岡大学和太鼓サークノレ「鼓舞猿」にホール舞台を

練習の場として提供を目的に、また、その成果をパックステージ探検隊の参加者の前で

披露していただくことにより子どもたちに興味を持ってもらうことを目的に企画しまし

た。パックステージ探検隊の参加者は日頃見ることのできない、華やかなステージを盛

り上げる舞台装置 ・照明 ・音響機器など実際に操作を行ない、また、和太鼓も実際に触

れ叩き親子で楽しく体験をしてもらい、夏休みの自由研究のテーマにしてもらえればと

考えています。

【日時】平成 26年8月 3日(日) 10:00"-'12:00 

【会場】城南市民センターホール

【参加対象】小学3年生"-'6年生と保護者

【募集定員】30組(応募多数の場合抽選)

【参加組数】16組 37名(子ども 21名、親 16名)

【成果と課題】

希望定員に対して、約半分の参加者となったことが反省点です。しかしながら、参加者

からは 「楽しかったJr和太鼓の演奏が良かった」等、イベント内容としては成功したと考

えています。課題は参加者をどう集めるかという問題であり、パックステージに限らず同

様のイベントを実施する場合、子どもたちが興味を示すようなメインになる出し物を考え

る事が必要と思います。

4砂城南区民文化祭の開催 『開館 30周年飽念城南市民センターフェスティパルJ

-中村学園大学との提携

.フリーマーケットの開催

.城南区民文化祭の開催

【目的・内容】

(資料 5-6ページ)

城南区内の文化・芸術の振興に寄与することを目的に、当センターをご利用いただい

ている団体に対して一般利用が比較的少ない日にスケジュールを調整しホール舞台を練

習の場として提供し、その成果を発表する場として、ホールで、は吹奏楽やコーラス、ジ

ャズダンス、ヒップホップダンスを催し、センター前広場では障害者授産施設によるバ

ザーを企画しました。

-6・
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さらに、今年8月には開館 30年という節目になるため、毎年 2"'3月に実施していた間

企画を 9月に開催し、また、予算を大幅にア ップさせて来館者の方々に喜んでいただけ

る内容にしました。

【日時】平成 26年 9月 28日(日) 10:00"'16:00 

【会場】城南市民センターホール(催し物)、センター前広場(バザー)、ロビー(マジック

ショー)

【ホール参加団体】 14団体

-吹奏楽:片江中学校吹奏楽部 中村学園高校吹奏楽部福岡大学吹奏楽団

・コーラス:七つ子合唱団 シャンテ片江仲間で、ハーモニー

-ダンス :ハッピースマイル ハー トフルジュニアダンス にべ JAZZダンスス

タジオ ・Rダンススタジオ博多工業高校ダンス部

-おやじバンド :40F凶K (ヨンマノレファンク)

-和太鼓:城南高校和太鼓部

-幕間の踊り:安来節同好会

.司会:福岡大学放送研究部

【バザー参加団体】

城南区内の障害福祉サービス事業所授産施設 6団体が出店。

【ロビー参加団体】

-まちふれクラブ :バルーンアートとマジックショ ーの実演

【ケーブルテレビ放映】

J:COMの「イベン トアワー 出てみ~な見てみ~な」の取材を依頼し 1月放映された。

[入場者数】 約 600名

[出演者数1 354名

【成果と課題】

26年度の最大のイベントとして実施しました。

区民参加型の発表会と称し午前中は吹奏楽 ・コ}ラスを中心に行い、また、午後はダン

スとバンドそして和太鼓と多彩なジャンルを取り入れたことが功を奏し、多くの方にご

来場いただき大盛況となりました。また、バザーも多くの売り上げがあり福祉等に貢献

仁 できたと考えています。ご来場の方々のご意見として、まだまだ改善していかなければ

ならない点もありますが、全体的には成功したイベントとなりました。

+-親子ふれあい教室-r親子で博多人形作り体験教室J(資料7ページ)

博多人形制作体験

【目的・内容】

センター施設の魅力の向上を図るため、博多人形師のご協力をいただきながら、福岡

の郷土芸術文化である博多人形の制作を通して、親子で、体験する人形作りに挑戦してい

ただき、利用者が気軽に立ち寄れ、皆さまから愛されるセンタ一作りを目指し企画しま

した。

【日時】第 1回目:平成 26年 10月 5日(日)10:00"'12:00 粘土による人形制作

※制作後、乾燥と窯による焼成=争約 2週間

第2回目:平成 26年 10月 19日(日)10:00"'12:00 彩色
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【講師】博多人形師 室井聖太郎 氏

【会場】城南市民センター実習室

【参加対象】小学3年生"-'6年生と保護者

【募集定員】15組 (30名)※応募多数の場合抽選

【参加組数】子ども 12名、保護者 10名 合計 22名

【人形制作者数】合計 15体 (予定は 10体でしたが、保護者も制作の希望あり)

【成果と課題】

親子で和気あいあいと楽しそうな雰囲気と真剣な眼差しで一生懸命人形を作っている

姿は主催者側としても達成感を感じました。また、来年も参加したいというお声が多く.あ

り、大成功と感じました。

課題は、親が子どもより夢中になったとのご意見もあり、「親子」に限定せず、広く一般

の方の参加も検討が必要と考えています。

.上映会 (資料 8ページ)

【目的・内容】

センター施設の魅力の向上を図るため、小さい子どもから大人まで多くの方に映画を

楽しんでも らい、利用者が気軽に立ち寄れ、皆さまから愛されるセンタ一作りを目指し

企画しました。

【日時】平成 26年 11月 9日(日) 第 1回目10:00"-'12:00 第2回目 14:00"-'16:00

【会場】城南市民センターホール

【目標観客動員数】 l回:定員 500名 2回 :合計 1000名

【上映映画】 マジック ・ツリーハウス

【観客数] 1回目:481名 2回目 :487名 合計 968名

【成果と課題】

昨年に引き続き第 3回目の上映会となりま したが、第 2回目は約 850名の観客動員の経

験を踏まえ、 映画の内容を吟味し、チラシ ・ポスター制作及び広報の方法を昨年と同様に

したことで、今回も満席に近い観客となり大成功の上映会となりました。

広報については、市政だより ・西日本新聞・HPの他に城南区内の小学校の全校生徒約 6500

名にチラシを配布。また、センター近隣の幼稚園 ・保育園の年長児童約 770名に配布した

ことが成功のカギとなりました。

お客様のアンケートでも「チラシを見たJ rとても面白い」という感想を多くいただき

大成功したイベントになったと考えています。

子どもに人気がある映画の選定が難しいため作品をどのように選ぶかが課題と考えます。

. 8・
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【大事業:コミュニティの支援】
1 .コミュニティ支援(自治協議会等の支援を除く)

女日本語教室
回 期日 回数 量録学習者数 延受講者数

日本語ホヲンティア教室 4・2......3/25(水)

「ななくさJ 13: 30......15: 30 38回 23人

にほんごきょうしつ 4・2......3/25(水)

城南(じようなん) 19: 00......20 :30 35回 31人

【参加対象】 福岡市及び近郊に在住の外国人(随時受付中)

※受講者の主な国籍

301人

302人

ホ.うンティ7数 延ホ.ランティア数

10人 259人

6人 139人

H27.1月末現在

中国、韓国、台湾、フィリ ピン、タイ、スペイン、オース トラリア、スウェーデ、ン

ニジエール、カナダ

( 【目的・内容】 日常生活に必要な日本語に因っている外国人を対象に、日本語学習ボラ ンテ

ィアによる日本語教室を開催するもの。

【成果と課題】

日本語ボラ ンティアによる個々の学習者の能力にあわせた資料が作られ、和やかな雰囲

気の中で学習が進められている。

日本の四季折々の文化(花見・祇園山笠 ・紅葉等)体験が取り入れられ、学習者にとて

も喜ばれている。城南市民センターでは隣地にある西の堤池で花見をしたり、油山ハイキ

ングをしたとのこと。

最近一時帰国する受講者が多く、若干受講者数が減少傾向ではあるが、今後とも希望す

る受講者の受け入れを行っていきたい。

n.人材発掘・養成

貴広報紙づくり講座

( +PTA広報紙づくり講座

【目的】

城南区内小学校PTA及び中学校PTAの広報紙担当者を対象に，学校と家庭及び地域をつな

ぐ魅力ある広報紙を作成していくための実践的講座を実施するもの。本年度のテ ーマは『広報

紙 deみんなニッコリ!! ""基礎から学び，魅力ある P T A 新聞を発行しよう""~

回 期日 T マ 講師

5/21 楽しい広報紙づくりのポイント

(水) j賓砂圭子さん

5/28 広報紙づくりの実践的な
-・・側フラウ社長・元福岡市男女共同参画審

2 
(水) ノウハウ

議会会長・元北九州市広報懇話会委員

【参加対象】 小学校PTA及び中学校PTAの広報担当者

【参加延人数】 100人(申込人数 82人)

【成果と課題】

受講者

52人

48人

広報紙を作る うえで大切なポイン ト(記事の書き方・写真の撮り方 ・タイトル ・レイアウトな

ど)，具体的事例をもとに講義され，受講生から大変参考になったという趣旨の感想が多数寄せら

れた。受講者ゼロのPTAがあり，全校対象に実施で、きず残念だった。
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-地域広報紙実践講座

【目的】

校区自治協議会並びに校区人権尊重推進協議会はじめ校区諸団体の活動において，広報紙の編

集 ・作成を担当している役員などを対象に， ・地域広報活動の充実に資するため，実践的な講座を

開催するもの。 本年度のテーマは『広報紙 deみんなニッコリ !!~ 

回 期日 ア マ 講師

6/17 
(火) 広報紙づくりの基本を学ぶ

原田 真紀さん

6/24 
元西日本新聞記者，前福岡市人権啓発

2 
(火) 広報紙づくりの実践研修

センター人権啓発推進指導員

【参加対象】①城南区内の校区自治協議会及び構成団体の広報担当者

②城南区内の校区人権尊重推進協議会の広報担当者

③校区の人権啓発・教育，自治活動などを支援する公民館職員等

【参加延人数】 5 3人(申込人数 3 7人)

【成果と課題】

受講者

29人

24人

読みやすい・読みたくなる記事の書き方を中心に，見出しの付け方や文章の書き方など丁寧な

指導がなされた。昨年の「講座の開催時期を年度初めJにという意見を受け，各種団体の役員 ・

委員決定後となる 6月後半に実施 した。見出しの付け方など具体的で丁寧な指導で勉強になった

という感想が多数寄せられた。

【大事業:地域課題の解決】

1 .子育て支援・青少年の健全育成

女子育てふれあい広場のびのび夢ひろばじようなん (資料 9ページ)

【目的】

乳幼児とその保護者が、気軽に参加でき、のびのびと楽しく屋外遊びができる広場を設ける。

この広場では、 保護者が 日頃思っている子育てのことなどをお互いに交流しあい相談すること

もできる。本事業は、子育てに関する活動をしている市民グ、ノレープ、子育てのひろばを開設し

ている生活協同組合、中村学園大学と福岡大学の学生と共働で企画 ・運営を行う。

【テーマ】 『みんな一緒に出ておいで~赤ちゃんちひeつ子楽しい外遊びがまってるよ"-'j

【日時・会場】 9月 7日(日) 11:00"-'15:00・城南市民センター隣接の西の堤池

【参加対象】 乳幼児とその保護者及ひ・小学生

【参加者】 一般 :6 9 8人ボランティア 58人

【実行委員会構成団体】 ふくおかに冒険遊び場をつくろう会，中村学園大学教育学部児童幼児教

育学科ゼミ，同大学児童文化部 PEC.べく ，福岡大学児童文化研究会，エ

フコープ城南支所， 城南区役所

【助言者】 野中 千都氏(中村学園大学教育学部児童幼児教育学科 准教授)

古賀彩子氏 (pLA Y FUKUOKA代表)および同スタッフ

【成果と課題】

イベント告知に関しては、市政だよりやチラシあるいは城南区子育てにっこりんメーノレ等の
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広報媒体を活用した。当 日は晴天であり、またこれまでに参加したことのある参加者からの口

コミ効果等があったことから、来場者は過去最多の 428人(昨年度)から 698人 (270

名増)となった。イベント開始前から受付本部前に長蛇の列となり、またテン トを持参して終

日参加 していた人達が印象的で、あった。会場を見ていた感じでは受付をしていない来場者も散

見され、実際の来場者はもう少し多いようにも感じた。

企画に関しては福岡大学や中村-学園大学等とのボランティアスタッフと協議を行い、今回は

紙皿工作や色水作り等新コーナーを設置したところ乳幼児や保護者等から好評であった。

また人気の仮設プールや竹パン焼きコーナーは終日人だかりが目立った。

来年度は来場者増に対する検討事項等もあるが、今後とも全体的に特色のある企画をしてい

きたい。

ヲ崎市民参画講座子育て講座…再掲

n.社会教育関係団体連携事業

女子ども会育成会指導者研修会(校区子ども会育成会等)

【目的・内容】

新任の子ども会育成会指導者が、子ども会活動のあり方を理解するとともに、子どもが主役の

活動へと移行するためのスキノレを修得することを目的に研修会を開催するもの。

【日時】 5月8日(木)19:00'"'-'20:45、5月24日(土)13:30'"'-'15: 30 

※5月24日(土)は、子どもリ ーダー研修と合同開催

【会場】 1回目 :福岡市城南市民センター会議室 2回目:福岡市立城南体育館

【講師】 龍孝志氏(ハートエデ、ュケーション代表)

【参加対象】 区内各校区単位子ども会育成会新任指導者等

【募集人員】 各回 100人

【参加人数】 5月8日・.86人、 5月 24日… 52人

【成果と課題】

参加者アンケートの結果を見ると，第 1回の基礎編では，非常に良かった 67%，良かった

31%で、あった。第2回の参加体験編では3 非常に良かった 39%，良かった 59%で、あった。

しかし、平日の夜は家事もあり参加しにくいので、昼間に開催してほしいとの意見も一部出

ていた。研修会の内容については、大人と子どもが一緒に体を動かして楽しむことができ、親

子のコミュニケーションで使えたらと概ね好評な意見が多かった。

今後とも地域でどのように活用していくかが継続的な課題である。

女子ども会リーダー研修会 (資料 10ページ)

【目的・内容】

子どもが主役の子ども会活動をより活発なものとするため、新任の子ども会リーダーに対し

て、子ども会活動の実際において役立つレクリエーション指導のスキルやグループワーク活動

について研修を実施するもの。

【期日】 ① 5月 24日(土)13:30'"'-'15:30 ② 3月 14日(土)13:30'"'-'15:30

【参加対象・人員】 新子ども会リーダー 100人
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【参加人数】 ① 141人② 一人

【成果と課題】

いろいろゲームを体験し、講師からその中に含まれている相手の事を考える、チームワーク

の必要性などを学んだ。楽しかったゲームは子ど、も会でちゃってみたいという感想が多く、ま

た大人の参加者も一緒にゲームを楽しみ、子どもとの一体感が生まれていた。さまざまな研修・

体験を通して主体的に子ども会活動を進める中で、リーダーとしての自覚が生まれ、ジュニア

リーダーへと子ども会の中で成長していくことが期待される。

【大事業:地域課題の解決】

女PTA研修講座【城南区小・中PTA連携事業】

【目的・内容】

PTA活動の基本的なあり方や役員 ・委員としての役割などについて，認識を深め，今後の単

位 PTA活動の効果的な推進を図る。

.小学校PTA

【期日・対象・参加人数】 5月 19日(月) PTA役員 ・委員研修 (36 1人)

.中学校PTA

【期日・対象・参加人数】 6月 9日(月) PTA役員 ・委員研修 (13 1人)

【成果と課題】

人権研修のみではなく ，PTAとは何か， PTAの役割など基礎から学ぶ場と して定着して

いる。各校区内の各種団体とのつながりも重視する必要があり， PTCA特に各校区の人権尊

重推進協議会活動との関係で研修，広報，啓発活動について3 互いに協力や支援ができる体制

を考えていくことが必要。

女PTA研究集会【城南区小・中PTA連機事業】

【目的・内容】

日頃のPTA活動の実践事例をもとに，意見や情報の交換を行い，今後の単位 PTA活動の

効果的な推進を図る。

.小学校PTA

【期日・対象・参加人数】 8月25日(月) PTA役員 ・会員 (21 7人)

.中学校PTA

【期日・対象・参加人数】 1 2月8日(月) PTA役員 ・会員 (12 2人)

【成果と課題】

実践事例をもとに各学校の活動状況等の意見交換・情報交換を行った。分科会ごと に課題や，

その解決に向けた内容について，参考になる意見をそれぞれ求める機会となった。前年度から

の担当者引継ぎの重要性や研修内容の充実に向けた各校聞の交流の大切さなどが再認識され，

今後の参考となった。

-12・
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【大事業:人権啓発・教育の推進】

1 .区レベル推進事業

責城南区人権啓発連絡会議

【目的・内容】

同和問題など様々な人権問題の解決を目指す学習 ・啓発活動を地域ぐるみで行う 自主的な推

進組織(校区人権尊重推進協議会)づくりを促進する とともに区民の人権意識の向上を目指す。

【参加対象】 城南区各種団体代表

【年間事業日程】

。総会及び委員研修 ……・・ 6月23日(月) 2 9人

。人権を考えるっとい …… 9月 10日(水) 350人

。啓発キャンペーンの実施…… 11月 25日(火) 3 7人

(資料 11ページ)

。広報紙IこころJの発行 ... 3月 15日号 70，000部 (資料 12ページ)

※人権を尊重する市民の集し、… 12月 10日 (水) 425人 (資料 13ページ)

…実践事例発表:城南小学校

…講演 :露の新治(落語家)

【成果と課題】

委員研修会の実施や年間の活動を通して，委員の人権問題に対する認識を深めるとともに，

9月 (台風順延のため) ・12月の市民の集いに多くの参加者を得て，区民の人権意識の向上

を図った。

1 2月の市民の集いでは， r笑う門には福来たる」から始まった高座は，最後まで笑いいっ

ぱいで，参加者からは，不当な分けへだてや差別の問題など考えさせられ，また「自芯」を持

って生きていこうと思う等の意見がみられた。

女人権を考えるつどい(※城南区人権啓発連絡会臓の事業の再掲)

(資料 11ページ)

【目的・内容】

人権を尊重し，人の多様性を認め合うまちづくりをめざし，様々な角度から人権について考

え， 地域に人権を大切にする意識の輸を広げる。

【テーマ】 う~みさんの人権コンサー ト~あなたにあえて良かった~

【期日] 9月 10日(水)14:00""'-'16:00

【参加対象】 市民一般，城南区各種機関・団体

【参加人数】 350人

【主催】 城南区人権啓発連絡会議，城南区役所

【成果と課題】

幼少の頃から「絶対音感」のため周囲に溶け込めなかった自身の生い立ちゃ大学生になり、

事故で脊推を損傷し全身に障がいがある身となった後も前向きに生きてきた様子を歌を交えな
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がら語られた。参加者からは考え方を変える事で全々違う世界が見えてくることが分かつたや

波乱万丈の凄い人生を 1つ lつ乗り越えてきた強さと努力，頑張りを知り ，諦めない姿に元気

をもらったとの意見がみられた。

女人権講座(指導者養成)

【目的・内容】

はじめて人権教育に取り組むPTA成人教育委員や人尊協の役員などを対象に，人権問題につ

いて学習を進め，人権意識の高揚と各団体における人権学習推進の充実を図る。

本年度のテーマは『同和問題，子どもに関する問題，女性に関する問題』

【参加対象】 市民一般， PTA成人教育委員，校区人尊協役員

回 期日 ナーマ

~ ~ ~ ~ 

6/4 「部落に生まれ，部落に生きる」

(水) ~いのちをつなぐ紳~

2 
6/11 「子どもたちからのSOSJ 

(水) ~より良い親子関係を築くために~

6/19 サンカク いいね!
3 

(木) ~男女共同参画の視点で考える人権~

【参加者延人数】 255人

【成果と課題】

講師

あすなろ解放学級

代表 野中 けい子さん

C&S音楽学院

学院長毛利 直之さん

NPO法人福岡ジェンダー研究所

理事 倉富史枝さん

受講者

70人

106人

79人

本年度は，人権8課題の中から，同和問題，子どもと女性に関する問題について講座を実施し

た。同和問題については，体験談による講話のため，多くの参加者に，今もまだ残っていると認

識を新たにしてもらう ことができた。子どもに関する問題では，子どもとの接し方や受け止め方

を見直すきっかけとなり ，大変好評だ、った。女性に関する問題では， r男女共同参画」という言葉

を初めて聞いた参加者もいたが，性差を正しく理解して尊重し合い，認め合える社会になれば，

との感想が見られた。

今後も日常の中にある現代的課題に結びついた学習内容を取り入れていきたい。

女城南区人権尊重推進協議会交流会

【目的・内容】

城南区内の校区人権尊重推進協議会役員 ・委員が組織 ・運営や事業について相互に情報交換

と交流を深め，今後の活動に役立てるために実施する。

【開催時期】 2月 24日(火)

【参加対象】 校区人尊協役員・委員，公民館職員

【参加人数】 62人

.14・
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【成果と課題】

例年実施していた実践事例の報告と 3部会(研修部 ・広報部・啓発部)による情報交換会か

ら，一堂に会したグループ討議(ワールドカフェ)による情報交換会を行った。

参加者からは，同じ共通意識で話も弾み， 他校区の取り組み状況や閉じように抱えている悩

みなど，各組織での事業推進の参考となる内容が得られるものとなった。

安城南区ヒューマンライツシアター(資料 14ページ)

【目的・内容】

同和問題に関する映像を視聴する映画フォーラムを実施し，今なお存在する同和問題の解決

を目指し，未来に向かっての展望を考える。

【期日】 1 0月 1日(水) 昼の部，夜の部計2回上映

【参加対象】 城南区内校区人権尊重推進協議会役員 ・委員，公民館職員，公民館運営懇話会委員，

各小 ・中学校教師，部落解放同盟福岡市協議会支部役員・委員

【内容】 映画 「星の降る日J (福岡市作品)

講話①平成24年度市民意識調査結果等について

市民局人権推進課人権企画指導員木村・久則さん・演野政人さん

②福岡市の同和問題へのこれまでの取組から思うことと期待すること

部落解放同盟福岡市協議会書記長-池勝 さん

【参加人数】 132人

【成果と課題】

本市の人権問題の基礎となる同和問題をとりあげたもので，映画の上映の前に，平成24年
度市民意識調査結果等についての講話を入れることで，福岡市の現状を参加者に理解を深めて

もらうことができた。

また，部落解放同盟福岡市協議会の池書記長による講話は，より現実的な差別事象を直接聞

くことできた。H令年に引き続き，小中学校への参加呼ひ争かけを行い，学校の教師など参加者を

増やすことができた。

11.地域レベル推進事業

貴校区人権尊重推進協強会育成・支援※【地域支援課連携事業】

【目的・内容】

同和問題など様々な人権問題の解決をめざす学習・啓発を地域ぐるみで行う，校区人権尊重

推進協議会活動の活性化を図るため，人尊協活動の育成 ・支援を行う。

【期日】 通年 ・随時

【対象】 校区人尊協役員 ・委員

【成果と課題】

各校区の人権尊重推進協議会を担う役員 ・委員の育成に，どの校区も苦心している。

今後も啓発や研修など，活動に役立つ支援を継続して行う必要がある。
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貴公民館人権教育研修指導・助言※【地域支援課連携事業】

【期日】 通年 ・随時

【対象】 公民館職員

【参加人数】 延べ回数 :48回，延べ人数 :1， 9 5 9人 (2月末日現在)

【成果と課題】

片江や城南，堤丘の3校区で昨年度と同様に全町で町別人権学習会が開催された。サークル会

員だけでなく校区に広く呼びかけ講演会を実施し，延べ回数，延べ人数ともに増加 している。

今後も，地域支援課との連携を図りながら 3 随時，指導 ・助言を行っていく 。

m.社会教育関係団体推進事業

*小・中学校PTA人権教育研修担当者連絡会

【目的・内容】

単位PTA人権教育研修担当者及び担当教諭を対象に，基礎的な知識や研修方法・事務手続き

等について研修を行う。

【期日】 5月 14日(水)14:30'"'-'16:00

【対象】 区内小・中学校PTA人権教育研修担当者，人権教育担当教諭

【参加人数】 35人

【成果と課題】

はじめて PTA研修担当者になり，なぜ人権教育研修を取り組むのかなど，理解や認識を深

める最初のよい機会となっている。また，それぞれの単位PTAで今後， PTA会員向け研修

の企画，実施のための参考となるように実施。特に学校での企画の段階で教員の参加が必要で

ある。

*小・中学校PTA人権教育研修指導・助言

【目的・内容】

PTA会員の人権問題に対する正しい認識を図るとともに，学校における人権教育の取り組

みの理解と人権問題解決に果たす会員としての役割を明らかにするため，単位 PTA毎に委員研

修及び会員研修の実施について，指導 ・助言を行う。

【期日】 通年 ・随時

【対象】 PTA委員及び会員

【参加人数】 延べ回数 :34回 延べ人数:1， 5 3 9人

【成果と課題】

会員研修を行うにあたり，役員への研修の意義や目的の浸透を図るための事前研修を全学校

で開催。人権研修を PTAとして取り組む必要性とともに，人権問題に対する基本的認識の理

解を図り，人権尊重の意義を地域とともに広める機会にしていきたい。
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*城南区人権教育推進交流会

【目的・内容】

人権尊重のまちづくりを進めるため， 日頃の実践の交流と意見交換を行い，同和問題に対す

る認識を深めるとともに，これからの人権教育の充実をめざす交流会。

【期日】 2月 18日(水)

【対象】 支部役員，公民館職員，小 ・中学校担当教諭，地域支援課職員，生涯学習推進課職員

【参加人数】 25人

【成果と課題】

城南区内の人権教育 ・啓発の実施状況や同和問題に関する研修の在り方について，現状及び

今後の課題について情報交換を行った。関係する小 ・中学校担当教諭の参加を得て，具体的に

学校の取組についての情報提供を受けることができ，地域や学校との連携について，今後の人

権教育への取り組みの参考となった。
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議事 (2)

平成27年度城南市民センター運営方針(案)

少子・高齢化や国際化、情報化、価値観・ライフサイクルの多様化など、社会情勢が

目まぐるしく変化する現代において、市民一人ひとりがかけがえのない存在として，人

間らしく心豊かに生きていくことのできる地域社会づくりが強く求められております。

本市は，全ての人々があらゆる機会を通じて学び続けることの大切さを考える生涯学

習施策を進めるとともに，その成果を地域課題の解決に活かす仕組みづくりや市民と地

域，行政が力を合わせ，地域の課題解決にあたる“共働"に取り組んでおります。

これらのことを踏まえ，当市民センタ~(生涯学習推進課)は，共に支えあい，共感

しながら暮らせる住みよい地域社会を創り出す市民の育成を目指し，区役所・公民館及

び関係機関 ・団体との連携を密にして，下記の三項目を柱として市民センターの運営及

び事業の充実に努めて参ります。

1市民センター運営の充実

区における生涯学習の拠点施設として，より多くの市民にご利用頂けるよう，指

定管理者が持つ民間企業の経験やノウハウを活かした施設貸出・施設管理を実現し

ます。

また，生涯学習推進課において，地域や区民各層の多様なニーズに応えて関係各

課が行う多様な生涯学習関連事業の取りまとめ・調整業務を行うほか、市民センタ

ーを活用し地域・区民が必要とする生涯学習関連事業や，人権教育・啓発関連の主

催事業を行います。

2 生涯学習の充実・推進

現代的課題や地域課題に応えた主催事業の充実を図り，生涯を通しての学習推進

と住みよい地域コミュニティづくりに努める人材とグループの育成並びに活用を

目指します。

(1)市民の生涯学習の振興のため，現代的課題の解決をめざす事業を実施します。

(2) 地域コミュニティづくり支援のため，地域課題解決の担い手となる人材

育成に関する事業を実施します。

(3) 子育て支援や青少年健全育成のため，文，生涯学習を通じてのボランティ

ア養成のための大学，民間団体と連携した事業を実施します。

(4)社会教育関係団体等との連携による事業を実施します。

3 人権教育・啓発の推進

同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決を図るため， i福岡市人権 ・同和行政

基本方針」及び「福岡市人権教育・啓発基本計画」等に基づき，公民館・ PTA等

の地域で行われる人権教育研修の助言・指導に努めるとともに，区における人権教

育・啓発の推進を図ります。

また，校区人権尊重推進協議会活動の充実を図るための支援を行います。
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議事(3) 平成27年度城南区市民センター主催事業計画(案)

(大事業) 11 11 (中事業) 11 I (小事業)

生涯学習推進会滋 4月-3月

|コ ミユ ニ 日 活性化 生涯学習の振興 一減南市民カレッジ 9月-11月(全2回)

市民参画E繁盛(子育て綜• .IM) 6月-11月(全6回)

文化援奥 卜イ子ども芸側桝{指定管理者実施)

コミュニティ支援
(自治協儀会等の支援を除く)

コミュエティの支援 日本跨教室(2携座〉 4月-3月

人材発銀 ・養成 広報紙づくり講座(PTA・地域) 5月、6月(各2回)

トバ 持て支援管少年の

町
(子育τふれあい広場)

9月(1回)健全育成 のびのび夢ひろばじようなん

子育て講座{※再掲『市民参画講座J) 5月-12月(会6回)

子ども会リーダー研修会 5月・3月(全2回)

卜一 子ども会育成会指導者研修会 5月(全2回)

トー 小・中学校PTA研修講座 5月(小学校)
6月(中学校)

」 小・中学校PTA研究集会 8月(小学校)
12月(中学校)

|人権教育啓発の推進 卜イ区…叩業 城南区人権啓発達絡会畿 4月-3月

トー 城南区人権を考えるつどい 7月(1回) 。
一人権篤座(指導者養成) 6月(全3回)

人権毒事II推進協議会交流会 2月(1回)

一減南区ヒューマンライツシアター 10月(王国)

」 ※人権を毒事盆する市民の集い 12月(1回)

H峨印推進事業 止
校区人権理事盆推進協議会育成 ・支援 4月-3月

公民館人権教育研修指導・助言 4月-3月

円 社会教育団体一峨 什 小 ・中学校PTA人権教育研修担当者連絡会 5月(1回)

小・中学校PTA人権敬育指導・助言 4月-3月

一人権教育推進交流会 2月(1回)
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議事(4) その他

平成27年度城南市民センター予算内訳(案)

〈単位:千円〉

予 算 客員

区 分

26年度 27年度 比較
，、

ホール・会議室等使用料 ， 5，089 6，142 1，053 

歳
自動販売機等設置料 1，239 1，029 ム210

〈
入

~ 計 6，328 7，171 843 亡コ

(単位:千円〉

予 算 額

区 分

26年度 27年度 比較

管理委託 費 75，674 77，213 1，539 
管理

運営費 図書館費 6，853 7，396 543 

言十
歳

82，527 84，609 2，082 

市民講座等 3，024 2，714 ム310

主催 人権啓発連絡会議 744 744 。
事業費

PTA研修費 367 367 。
出

計 4，135 3，825 ム310

施設整備費 29，710 3，229 ム26，481

， ~ 
Eコ 計 116，372 91，663 ム24，709
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平成26年度城南市民センター利用状況 平成26年4月~平成27年1月
(各年度とも4月-1月の期間を表示)

1部屋別利用状況
(単位=件数:件・人数:人 ・利用回数:回)

区分 ホール 視聴覚室 音 楽 室 実 習 室 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第1和室 第2和室
言十

(定員) (500) (90) (40) (36) (90) (42) (16) ( 18) (12) 

件 数 262 197 492 295 185 294 425 279 328 2，757 
ー--骨骨ーーーー・・圃齢画 ー・・ー圃晶画画ーーーー， ーー"ーーーーー-- ーー----ーー骨骨圃 ーーーーーーーーーーーーー・・・・ー曲目ーーーーーーーーーーーー・・ーーーー ーー・ーーー田ーーーー圃ー ーーーーーーーーーーーー ---ーーー・・ーー・・ー圃薗

24 人 数 19，847 7，119 6.921 5.089 8，533 6.667 4.082 2，069 1，922 62，249 
年

利用回数
ー-ーーーー-ーー.-ーー ーーーーーーーーー・・ーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーー圃ーーーー -------ー骨骨骨 --骨骨骨------胃 ーーーーーー----・・ー ーーーーーーーーーーー-骨量骨'ー--ーーーーー ーー-ーーーーー，ーーーー

度 441 290 531 430 325 445 515 375 460 3，812 
情ーーーーーーーーーーーーーーー・・ー・・・・ーーー曲 ーー・・ーーーーー薗.圃 ー・・・・ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ー園田圃--ーーーーーー ーーーー"ーーーー帽骨 ----ーーーーーーー四 ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー

利用率 52.2% 33.2% 61.1九 49.6先 37.3九 51.3% 59.2九 43.1% 53.0% 48.9% 

件 数 269 213 484 337 189 301 441 253 310 2，797 I 
ーーー--ー・・ー司ーーー ー園ーーーーーーーー・開ー 岨ーーーーーー曲岨・"ー ----ーーー-ーーー ーーーー，ーーーーーー ーー画自ー白血ーーーーー ー・・ーーーーーーーーーー 岨ーーーーーーーーーーー ーーーーーーー・ーーーーー

25 人 数 21.075 7，655 6，952 6，344 8，155 6，456 4，330 2，098 1.945 65，010 
年 'ー・ーーーーー・・ーーー・・ー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ー・・ーー・・ーー・・・・・.-ーー・ーーーーーーーーー ーーーーーー---ーー圃 ーーーーーーーーー圃晶画 ーーーーーーー圃圃ーーー ー・・ーーーー聞ーーーーー圃
普E利用回数 453 337 538 523 337 428 505 355 470 3，946 

園田園ー帽胃ー置圃白白骨ー・ー・・・・ーーー・・・ーーーー ー・・ーー圃圃ーーー田ー ーーーーー--ーーーー ーーーーーーーーーーー --圃圃ーーーーーーー・・ ー・・ーーーーーー_.・曲師 同骨骨ーー・・ーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ー・ー・・ーーーー司同骨骨ーー
利用率 61.6% 38.9% 62.1% 60.3% 38.9% 49.4% 58.2九 40.9% 54.2% 51.6% 

件数 264 225 514 352 203 302 441 273 288 2，862 
ーーーーーーーーーー--ー回--骨骨回開・田ーー -ーーーーー圃曲・--ーーーーーーーーーーー ー恒骨骨骨・ーー・ー・ーーー 骨骨ー回開・骨四・・・・ーー・駒ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー・・ーーー骨曲圃ーー開園ーーー

26 人数 22，501 6，161 6，102 5，035 7，409 5，888 3，307 1，891 1，485 59，779 
年 画ー岨圃曲ーーーーー帽'ーーーーー骨圃圃骨骨----圃----開聞・・ー ーー---聞同'四-- ーー・・ーーー・・ーーーーー-----ーーーーーー同ー・・ー帽'骨骨ー・骨骨骨ーー'ーーーーーーーーー ーーーーーー，ーーーーー ーーーー昌司圃'ー帽園開帽

度 事j周囲自由 422 336 571 491 347 435 536 382 391 3，911 
--ーーーーー晶画ーー・・ ー岨ーーーー・・・圃ーーー ーーーーーーーーー骨骨 ーー'ー圃骨ーーーー， 冒骨---------------圃・・ーーーー・回ーーーーーー・・ーーーー ーーー・・ー・・ーー・・ーーー ーー・・ーーーーーー'ーーー ー・・ーー，帽ーーーーーーー

利用率 48.3" 38.5% 65.4" 56.2% 39.7" 49.8" 61.4% 43.8" 44.8% 49.8% 

※ 利用率 24年度は利用回数 /289日(利用可能臼)X3回 (1日の利用可能回数)
※平成25月1月21日-30日にホール座面貼替のため、ホールのみ10日間利用休止

25年度は利用回数 /289日 (利用可能日)X3回 (1日の利用可能回数)
※平成25月12月11日 ~平成26年1月31日にホール外壁・照明工事のため、ホールのみ44日間利用休止

26年度は利用回数 /291日 (利用可能臼)X3回 (1日の利用可能回数)

。 託児室利用状況

区分 般 主催事業 計

24年度 24 秤 167 人 6 符 79 人 30 停 246 メ、

25年度 29 185 5 75 34 260 

26年度 16 106 5 46 21 152 

2団体別利用状況

1区 分 公 共 機 関 団 体 グループ・サークル 主催事業 E十

25 件 数 214 967 1，470 146 2，797 
年 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー画ーーー ー-----ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー曹ーーーーーーーーー -・・・・・・・・・ー・・・・・・・吋
度 人 数 9，964 31，336 17，350 6，360 65，010 

26 件数 292 818 1，581 171 2，862 
年 ーーー・骨骨ーーーーー骨骨骨骨----ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーー・ーーーーー----ーーーー

7，941 
ーーーー・H ーーーーーーー，ーーー・圃

度 人数 13，266 20，784 17，788 59，779 

※ 団体・・・・・社会教育文化関係，地域づくり団体，企業関係団体，政治関係団体，宗教関係団体

グループ・サークル・・・趣味的・同好会，愛好会，大学・高校関係クラブ・サークル

。平成26年度団 体別利用割合
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3各市民センター利用状況

区 分 東 1尊多 中央 南 城 南 早良 西

24 件 数 2，289 3.481 5，111 3.301 2，757 3.669 3.416 
年 ーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー・・ーー・ーー・・ーー・・ーー・・・・・・ーー -・ーーーーーーーー--・・・・ーーー--ーーーーーーーー圃ーーーーーーーーー -・ーーー圃恒・ーーーーーーーーー・ー-ーーーーーーーー'ーーー圃ーーーー曲
度 人数 59.722 98.601 158，092 117，449 62，249 104，523 106，835 

25 件数 2.489 3，739 4，968 3，853 2，797 3，835 3.653 
年 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 軸ー---ーーーーーー骨骨ーーー・・ー ーー帽・ーーー・‘帥ーー_.・ーーー・ーーー ーーーーーーーーーーーーーー・剛帽軸ーーーー・・ー・ーー・ーーーーーーーーー曲ー ーーーーーー，ーーー・・ーーー-ーーー
度 人数 68，605 103，337 151，924 128，073 65，010 112，127 95，662 

26 件数 2，673 3，700 5，220 3，905 2，862 2，286 3，690 
年 ーーーーーーーーーー骨骨冒ーーー曲ー ーー圃ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー圃ーーー・ーー圃圃ーーー ーーーー岨圃.圃圃圃圃圃・ーーー喧圃 ーーーーーーーーーーーー岨圃曲圃岨圃 ー・・岨圃圃圃ーーーーーーーーー圃ー圃 ーー・・・・・・ー・・・・ー咽・ーーーーーーー
度 人数 69，919 87，746 123，946 110，558 59，779 52，679 112，982 

※博多 臨時休館。改修工事のため H26.1.4-1.31ホール利用休止

※中央 改修工事のため H26.1.4-3.31ホール利用休止。工事のため H26.1.13-17，2.24-28臨時休館

※南 H25.9月に13日問、H25.10月に12日間ホール利用休止

※城南 工事のためH25.1.21-H25.1.30及びH25.12.11-H26.1.31ホール利用休止。

※早良 H26.10.1-臨時休館

※統計数の統一...H25年度まで，東・西以外の区では，申込者数を利用者数としていたが，H26年度から実際の利用者数に統一した。
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